
月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
脱水症・熱中症予防教室 レクリエーション大会 栄養・熱中症予防教室 ほっとママクラブ ちいさなおはなし会

【福祉館】11：45～ 【瓜生谷コミセン】10：00～11：00 【長谷寄ふれあい】10：00～12：30 【保育所】10：00～ 【図書館】10：00～

塩化ビニール回収

【集出荷場】8：00～10：00

日 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池　 可燃ごみ・生ごみ

7 8 9 10 11 12 13
地区懇談会 栄養・熱中症予防教室 人権・行政相談会 地区懇談会

【馬ノ上ふれあい】13：30～ 【ほっとハウス】10：00～12：30 【村民会館】9：00～15：00 【郷西集会所】13：30～

地区懇談会
【瓜生谷コミセン】13：30～

てんぷら油収集日

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン類 可燃ごみ・生ごみ

14 15 16 17 18 19 20
海の日 村民交通安全の日 栄養・熱中症予防教室 地区懇談会 終業式

【和食ふれあい】10：00～12：30 【琴ヶ浜ふれあい】13：30～ 【幼・小・中】

地区懇談会
【ほっとハウス】13：30～

特別収集日

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池　　 可燃ごみ・生ごみ

21 22 23 24 25 26 27
県民交通安全の日 よかッパ健診 心配ごと相談【村民会館】 地区懇談会 地籍調査事業説明会

塩化ビニール回収 （小児生活習慣病予防健診） 10：00～12：00/13：00～15：00 【村民会館】13：30～ 【村民会館】11：00～12：00

【集出荷場】8：00～10：00 【村民会館】集合 12：45 地区懇談会 芸西村納涼祭
【長谷寄ふれあい】13：30～ 【野外劇場駐車場】

18：00～21：00（予備日28日）

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン類 可燃ごみ・生ごみ

28 29 30 31
愛園作業【保育所】 乳児健診【村民会館】

7：00～（雨天時8/4） 受付12：45～13：00

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ

木 金 土

1 2 3
ちいさなおはなし会

【図書館】10：00～

日 月 火 水 カン・乾電池　　 可燃ごみ・生ごみ

4 5 6 7 8 9 10
ポリフィルム回収（和食） 塩化ビニール回収
【集出荷場】8：00～10：00 【集出荷場】8：00～10：00

てんぷら油収集日

粗大ごみ持込 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン類 可燃ごみ・生ごみ

11 12 13 14 15 16 17
山の日 振替休日 大腸がん検査容器回収 村民交通安全の日

【村民会館】受付 7：30～9：00 芸西村戦没者追悼式
【村民会館】受付 9：30～

特別収集日

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

18 19 20 21 22 23 24
愛園・愛校作業 県民交通安全の日 ヘルシー食堂・栄養教室

【幼・小・中】 【福祉館】10：00～12：30

粗大ごみ持込　 可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ ビン類 可燃ごみ・生ごみ

25 26 27 28 29 30 31
献血【村民会館】 心配ごと相談【村民会館】 塩化ビニール回収 ポリフィルム回収

10：00～12：30/13：45～16：00 10：00～12：00/13：00～15：00 ポリフィルム回収（馬ノ上） （西分・長谷寄）

Ｊアラート全国一斉訓練 【集出荷場】8：00～10：00 【集出荷場】8：00～10：00

11：00～

可燃ごみ・生ごみ 紙/布・ペットボトル 可燃ごみ・生ごみ カン・乾電池 可燃ごみ・生ごみ

宇都宮内科
32-0500

つつい脳神経外科
34-0221

深谷内科
33-2401

急病時の対応を相談するなら こうちこども救急ダイヤル＃８０００

または、０８８－８７３－３０９０までご相談ください。

●受付：365日 夜8時～深夜1時

お近くに受診できる医療機関がない場合は

高知県救急医療情報センター０８８－８２５－１２９９

診療が必要と思われる場合は急患センターへ

高知市平日夜間小児急患センター ０８８－８７５－５７１９
高知市休日夜間急患センター ０８８－８７５－５７１９

◆児童家庭相談◆
毎週 火曜日

【村⺠会館２階】

10:00〜12:00

13:00〜15:00

納期限

森澤病院
34-1155

芸西病院
33-3833

津田クリニック
34-1195

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

森澤病院
34-1155

尾木医院
34-3155

後期高齢者被保険者証交換開始 7/23～

6日・7日

特定健診・健康診査

がん検診（肺・大腸・前立腺）

7日

胃がん検診

【村民会館】8：30～11：00
13：00～15：00

【村民会館】

事前予約制

レクリエーション大会
【福祉館】10：00～11：00

栄養・熱中症予防教室
【馬ノ上ふれあい】
10：00～12：30

固定資産税 2期 介護保険料 全納・1期

国民健康保険税 全納・1期

後期高齢者医療保険料 全納・1期

高齢者給食
サービスは
６月～９月は
お休みです

お子さんの心配事は

ありませんか？

レクリエーション大会

栄養教室

【お問合せ】

地域包括センター

☎33-2245

幼稚園 6：00～

小学校・中学校

7：00～

村県民税 2期
介護保険料 2期

国民健康保険税 2期

後期高齢者医療保険料 2期

納期限

9/2

ポリフィルム回収

（馬ノ上）

【集出荷場】8：00～10：00

ポリフィルム回収

（西分・長谷寄）

【集出荷場】8：00～10：00

ポリフィルム回収（和食）

【集出荷場】8：00～10：00



開催場所

馬ノ上ふれいあセンター

瓜生谷コミュニティーセンター

7
・
8

時間

１３：３０～

７月２５日(木)芸西村民会館（1Fホール）

琴ヶ浜ふれあいセンター

長谷寄ふれあいセンター

開催日

７月９日(火)

７月1０日(水)

７月1２日(金)

７月1７日(水)

７月１８日(木)

７月２４日(水)月
令和元年

国公立（大学・短大）

私立大学

西分郷西集会所

松原ほっとハウス

51,000円

64,000円

私立（短大・専修） 60,000円
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成人歯科健康診査のお知らせ

地区懇談会開催のお知らせ

～四国運輸局高知運輸支局からのお知らせ～

令和元年7月1日から、軽二輪（126㏄～250㏄迄）の電算システム化に

伴い、名義変更・廃車等の手続場所が「（一社）全国軽自動車協会連合

会高知事務所」から「四国運輸局高知運輸支局」に変わります。

芸西村が取組んでいる施策などについて、地域に出向いて説明すること

により、村の事業・事務への理解を深め、ご協力をいただくとともに、皆

様方の生の声を村政に反映させることを目的に下記の日程で「地区懇談

会」を開催します。 皆様お誘い合わせのうえご参会ください。

◎お問合せ：企画振興課 ☎33-2114 井上友美

10月1日に予定されている消費税率引き上げに伴う影響緩和の対策として

①本年度住民税が課されない方

（住民税課税者と生計同一の方、

生活保護等を受けられている方を除く。）

②平成28年4月2日以降、

令和元年9月30日までに生まれた子のいる世帯の世帯主

を対象に商品券事業に加盟している店舗で20,000円で25,000円分の

買い物ができる、プレミアム付商品券事業を実施します。

対象者の方には、8月上旬を目途に必要書類を送付させていただきます。

尚、対象者の方に円滑にご連絡するため適切な住所登録がなされている

必要があります。

まずは、下記をご確認ください。

転居の際は、郵便局への転居届をお忘れなく！

お問合せ：企画振興課 ☎33-2114 藤川薫

現在お住いの住所を、住民票に登録されていますか？住民登録

【新しい手続き場所】

〒781-5103 高知市大津乙1879番地1

四国運輸局高知運輸支局 ☎050-5540-2077

※令和元年6月28日（金）で軽自動車協会での受付は終了いたします。

「奨学金」のことなら土佐育英協会

■募集人員 50人程度

■応募資格

高知県内に住所を有する者の子弟で大学・短大・専修学校に進学

又は在学する者

※専修学校は、2年以上の専門課程で高知県内の私立学校に限ります。

■募集期間

一次募集 10月1日（火）～12月13日（金）17：00必着

二次募集

令和2年2月3日（月） ～ 令和2年4月10日（金）17：00必着

■貸与月額

■返済

卒業後1年経過してから返還開始

15年間で分割返還（無利子）

東京に進学するなら学生寮の「土佐寮」

■募集人員 15人程度

■応募資格

男子学生で東京の大学に進学又は在学する者

高知県内に住所を有する者の子弟であること

■募集期間

一次募集

10月1日（火）～12月13日（金）17：00必着

二次募集

令和2年2月3日（月） ～ 令和2年3月10日（火）17：00必着

随時募集

令和2年3月16日（月）～ 令和3年1月29日（金）17：00必着

■寮費等

58,900円/月

（寮費・食費・光熱水費・別途自治会費として1,500円必要）

■寮の名称

東京学生寮 土佐寮

【土佐育英協会・土佐寮のお問合せはコチラへ】
高知市本町1-3-20カーニープレイス高知本町ビル4Ｆ（内田文昌堂西隣ビル）

☎088-873-8956 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.tosaikuei.jp

〇部屋の温度をこまめにチェック！

〇室温28度を目安に、エアコンや扇風機を上手に使いましょう

（※クーラーの設定温度ではありません。室温計の利用をお奨めします）

〇のどが渇かなくてもこまめに水分補給

〇外出の際は体をしめつけない涼しい服装で、日よけ対策も

〇無理をせず、適度に休憩を

〇日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりを

熱中症予防のポイント

歯周病は、糖尿病や心臓血管疾患など、全身に影響を及ぼす病気です。

歯を失う原因にもなっており、成人の8割以上が歯周病にかかっているとい

われています。歯科健診を受け、歯と健康を守りましょう。

◆対象者

40歳、50歳、60歳、70歳の方。

（対象年齢は令和2年3月31日時点）

※ただし、現在、歯周病治療中の方は除きます

◆実施期間

令和元年6月1日～令和2年3月31日の間に1回

◆費用

無料

◆実施場所

受託歯科医療機関

◆申し込み方法

健康福祉課へ来所のうえ、申請をお願いします。

印鑑をご持参ください。

お問合せ：健康福祉課 ☎33-2112 岡村美香、松井久美

◆「婚活サポーター養成講座」参加者募集◆

高知県で�、出会いや結婚への支援を希望する独身者をそれぞれ

の地域でボランティアでサポートしていただく「婚活サポーター」を募集

しています。 平成31年４月末現在で91名の婚活サポーター、20名の

婚活サブサポーターの皆様にご協力をいただき、活動をしていただい

ています。本年度も新たなサポーターを養成するため、「婚活サポー

ター養成講座」を開催します。

また、独身者のお引き合わせ�行わず、婚活サポーターと独身者を

つないでいただく「婚活サブサポーター」も募集いたします。結婚への

支援を希望する独身者を、県と一緒に応援していただける方々の参加

を心よりお待ちしております。

【日時】 7月13日（土） 10：00～12：00

【会場】 高知会館 ３階 「平安」（高知市本町）

【参加費】 無料

【申込締切】 7月12日（金）

【お問合せ・申し込み】

高知県少子対策課 出会い・結婚支援担当 ☎088-823-9717

高知職業能力開発短期大学校は、

国立の工業系短期大学校です。

高校３年生を対象にオープンキャン

パスを実施します（高校１・２年生や保

護者の方も大歓迎）。

7/21（日）

11：00～15：30

8/4（日）
9：00～16：00
半日体験授業

高知職業能力開発短期大学校 学務援助課 香南市野市町西野1595-1

☎0887-56-4100     ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http:www3.jeed.or.jp/kochi/college/

【申し込み・

お問合せ】

学校・学科紹介／入試概要説明／就職

状況紹介／キャンパスツアー／ものづく

り体験（要予約）／ランチ体験（無料・要

予約）／学生寮の見学／在校生交流カ

フェ／個別相談


